
「#能⾒台のまちをゲームで知ってみた！」 

活動時期：    令和 2 年度 
学習活動の分類： A 学習指導要領に例⽰されている単元等で実施するもの 
   「総合的な学習の時間」 
対象学年：  ⼩学校第６学年 
使⽤ツール：  プログラミングゼミ 
実施主体：  横浜市⽴能⾒台⼩学校 後藤⼤⼆郎 
コスト・環境：  iPad，Windows，Chrombook など，複数⼈で１台使⽤（オフライン） 
 
探究課題：「町づくり・キャリア」 

町づくりやアプリ開発のために取り組んでいる⼈々の思いや願い 
 
単元⽬標：能⾒台のまちの歴史を調べることを通して、地域の特⾊やそれにかかわってきた
⼈々の思いや働く⼈々が⼯夫し協⼒しながら努⼒を続けていることに気付き、⾃分たちも
協⼒してまちの良さを伝えるゲームを作り粘り強く改良を重ねることで、まちの魅⼒を再
発⾒して伝えていこうとする。 

 

評価規準： 
知識及び技能 思考⼒、判断⼒、表現⼒等 学びに向かう⼒、⼈間性等 
・能⾒台の地域の⽂化は，⼟

地や⾃然の特⾊を⽣かし
て，⼈々かが活動していく
中で⽣まれてきたことが
わかる。① 

・アプリを開発する⼈々は、
思いや願いを実現するた
めに努⼒を続けているこ
とが分かる。② 

・ 能 ⾒ 台 の 地 域 の 特 ⾊ や
⼈々の想いにせまるため
に課題を設定し、⽬的に合
った情報を得る。③ 

・情報を整理分析する。④ 
・⽅法や相⼿に応じて、適切

に伝える。⑤ 
 

・⾦澤シティガイドやプロ
グラミングゼミ開発者，京
浜急⾏の宅地造成に関わ
った⽅との対話に進んで
取り組み，他者の意⾒を取
り⼊れて⾃分の意⾒を形
成し、協働的に問題の解決
に向かおうとする。⑥ 

 
 
授業時数：  総合的な学習の時間 ７０時間  国語 １０時間 
   ○能⾒台のまちのよさを⾒直そう     ５ 
   ○能⾒堂の歴史を調べよう   １２ 
   ○能⾒堂の歴史をゲームで伝えよう  ２５ 
    「⽇本⽂化を発信しよう」（国語）（書）⑤ 



   ○能⾒台の地域の歴史をさらに調べよう    ６ 
   ○能⾒台のまちの魅⼒を伝えよう   ２２ 
    「今，私は，ぼくは」（国語）（話・聞）⑤ 
   ○魅⼒をより伝えるためにゲームを改善しよう １０ 
 
能⾒台のまちのよさを⾒直そう 
教師の意図と学習環境 
本校は毎年，総合的な学習の時間のテーマを⼦どもたちと学級ごとに相談しながら決め

ています。コロナ禍でスタートした令和 2 年度は，全員が揃って学習や活動を始めること
ができたのは，始業式から３ヶ⽉たってからのことでした。 
教師は，今後の状況が⾒えない中，総合的な学習の時間についても，どんな活動ができる

のか，思案する⽇々でした。これまで能⾒台のまちについて，⼦どもの実態をもとにして
様々な⾓度から学習してきた学年だったため，まちの⼈たちを元気づけたり勇気づけたり
できるような，まちにこだわりをもったテーマにできないかと考えていました。⼦どもたち
には⾃分の地元・能⾒台にさらなる愛着をもって卒業していってほしいという願いもあり
ました。また，本校には，市教委から配当されているウィンドウズタブレット，iPad に加え
て，クロームブック試⾏校だったため４０台のクロームブックも整備されており，タブレッ
ト端末の数は⼗分にありました。学校に配当された ICT 機器を効果的に活⽤した授業づく
りができるのではないかと考えました。 

 
学校がスタート。総合的な学習の時間もスタート。 
休校が明けて，総合的な学習の時間の活動について⼦どもたちと相談を始めました。「最

後の１年だから，六年間の総まとめになるようなことをやりたい」「こんな状況だから，⼈
を楽しませたい」「６−３らしさ，最⾼学年らしさを出していきたい」など漠然とした内容
も多くありました。 

そこで，⼦どもたちとともに，３年⽣から５年⽣までの総合的な学習の時間を思い出して
みました。⼦どもたちは，総合的な学習の時間に「能⾒台⾳頭」や「神奈川県の郷⼟料理で
あるけんちん汁」，「まちの魅⼒」など，まちを⼤切にしたテーマで，⼟地や⽂化について⼈々
と関わりながら活動してきたということに改めて気付きました。６年⽣らしく能⾒台のま
ちのことを扱っていきたいという思いが膨らんできました。その中でも，歴史について深め
ていきたいという気持ちをもつようになりました。能⾒台のまちには，かつて能⾒堂があり
現在はハイキングコースの⼀部として整備されています。教師は⼦どもとの話し合いを通
して，６年⽣に相応しい歴史的な内容であり，能⾒台の魅⼒の再発⾒につながるとともに，
まちへの愛着にも繋がっていくだろうという⾒通しを確認しました。 
⼦どもたちの話合いは，学習したことの発信の仕⽅にも及びました。その中で「ゲームを

作ってみたい」という声が上がりました。「ゲームなんて，作れるのかな？」と疑問が出さ



れたときに，「バーチャル学校探検」を紹介しました。休校中には，「バーチャル学校探検」
というコンテンツを作って学校ウェブページに公開していました。「バーチャル学校探検」
は，学校に来られない時期が続いても，少しでも学校のことを忘れないでほしい，新⼊⽣に
は学校のことを知ってもらいたい，そんな思いで作られたコンテンツです。学校敷地内の各
所で撮影した写真が１つの PDFファイルになっています。校⾨からスタートして⽮印をク
リックすると，その⽮印の場所で撮影した写真に切り替わります。⽮印を辿っていくことで，
昇降⼝を通って裏庭に⾏き，モンシロチョウの幼⾍を⾒つけたり，校庭に出てタンポポを⾒
つけたりすることができる内容になっています。これは，Google スライドのハイパーリン
ク機能を使って作成されています。このコンテンツを学校ウェブページで公開したところ，
⼤変好評でした。そのため，⾃宅で⾒たことがあるという児童が何⼈かいました。そして，
「これぐらいのものならば，⾃分たちでも作れそうだ。」とイメージをもつことができまし
た。（評価③） 

  

  

 
能⾒堂の歴史を調べよう 
短い夏休みを挟んで，歴史調べが始まりました。 
能⾒台の地域で史跡といえば能⾒堂跡です。学校から１５分程度歩いた⼭の上にあり，江
⼾時代には東海道と鎌倉・⾦沢⽂庫を結ぶ街道の途中にある⾵光明媚なお堂として賑わっ
たところです。江⼾時代，⾦沢の地に⽴ち寄った中国僧が，能⾒堂（今の能⾒台）からの⾵
景が故郷中国の瀟湘（しょうしょう）⼋景にそっくりと絶賛。このことから⾦沢⼋景と名付
けられたそうです。あの東海道五⼗三次の作者である歌川広重も，能⾒堂からの美しい景⾊
を描いたとされています。 

能⾒堂は，能⾒台⾳頭にも登場しており，３年⽣の地域の歴史でも学習していたので，⼦
どもたちもパッと思い浮かぶものでした。調べていくと，古くは平安時代，藤原道⻑の草庵
があったとされていたり，絵師が美しすぎる景⾊に筆を投げ捨てたという逸話があったり



と，⾊々な資料や逸話が出てきました。 
能⾒堂のほかにも，学区全体の歴史についても調べました。インターネットはもちろん，
図書室の郷⼟史の本や学習センターに飾られていた写真パネル，資料室に保管されていた
周年記念誌など，様々な資料から情報を集めました。それにより，学校建設の時に弥⽣時代
の遺跡が発掘されたことや隣町の富岡⼋幡宮が鎌倉幕府の⻤⾨よけとして建⽴されたこと，
駅前の⼟地は旧海軍に関わる軍需⼯場だったことなどがわかりました。弥⽣時代に始まり，
平安時代の藤原道⻑，鎌倉幕府との関連，江⼾時代の⽂化，太平洋戦争に関わる出来事など，
いずれも社会科の学習と関連する内容となっており，⼦どもたちは，まちを⾒つめ直し，よ
さを再発⾒する活動にのめり込んでいきました。（評価③④） 

 
能⾒堂を掘り下げる 
教師は，まちの歴史に誇りをもつ⼈との出会いを視野に⼊れて，能⾒堂跡のことをもう少

し掘り下げて調べていくよう助⾔しました。そこで，⼦どもたちはまず，実際に能⾒堂跡に
出かけて，今の様⼦について⾒学しに⾏きました。 

 

  
 

雑⽊林の開けた⼀⾓に⽯碑や看板が建てられていて，そこからは海が望める素晴らしい
景⾊が広がっていたことや「筆捨ての松」という松の⽊が⼤正時代まで⽣えていたことなど
がわかりました。⼦どもたちは，⼀⽅で能⾒堂跡のことを⾃分たちだけで資料を収集してい
くことに限界を感じていました。 

そこで教師は，まちの歴史に詳しい「⾦澤シティガイド協会」に出張授業のお願いをする
ことにしました。シティガイドの⽅々には，能⾒堂は平安時代からの⾔い伝えが残る旧跡で
あること，東海道から⾦沢⽂庫や鎌倉に出かける⼈たちの通り道に接して茶屋があったこ
と，⾦沢⼋景が⼀望でき歌川広重が浮世絵にも表した名勝であること，巨勢⾦岡という画家
がその景⾊の美しさに筆を投げ捨てたという伝説から「筆捨ての松」の⾔い伝えができたこ
となど教えていただきました。 
⼦どもたちは，まちの歴史に誇りをもって紹介するシティガイドの⽅々との出会いによ

って，まちの歴史に価値を⾒出すようになりました。（評価①③⑥） 



 
 

能⾒堂の歴史をゲームで伝えよう 
⼦どもたちは，これまでに調べてきたことを，プログラミングしてみることにしました。
教師は，ツールとして「バーチャル学校探検」と同じように Googleスライドを使うことを
考えました。しかし，Google スライドを動かすためのインターネット回線が安定せず，⼀
度にたくさんの端末で作業することが難しそうでした。そこで，DeNA プログラミング・ゼ
ミ（プロゼミ）を使うことにしました。プロゼミは，４年⽣のときに⾃分が描いた絵をアニ
メーションで動かす学習活動をした時にも使っているので，⼦どもにとっても⾒覚えのあ
るアプリです。⼦どもたちにも使いやすく，ネットに接続しなくても使⽤できるため，そう
しました。 
 能⾒堂についての調査は，「筆捨ての松」，「藤原道⻑」，「地図」などグループを作って取
り組みました。プログラミングはこのグループごとに⾏いました。めあては，「写真をタッ
プするとその説明が表⽰されるプログラムを組む」ことです。プログラミングについては，
４年⽣のときの経験を思い出しながら取り組むことができました。 
 画像をタップすることで，吹き出しを使って説明を表⽰することは，さほど難しい作業で
はありません。どのグループも時間内にめあてを達成することができました。しかし，作り
始めると，ことばを吟味したり，表⽰されるタイミングや⼤きさを調整したり，改善してい
く姿がみられました。また，録⾳した⾳声を再⽣するなど，まだ使ったことのない機能を⾒
つけて⼯夫していくグループもありました。 
 次に，他のグループのよさを学びあったり，課題に気付いたりしてほしいと考えたため，
それぞれの作ったプログラミングをお互いに⾒合うことにしました。ここで教師は，互いの
問題点をどこまで指摘し合えるのかを⾒てみたいという思いもありました。実際に触って
みたり説明を聞いたりすることで，気付いたことや改善点について付箋に書くように助⾔
しました。付箋には，「物語⾵で良いと思った」「短い⽂でよく伝わるからいい」などの良さ
が書かれていました。また，「しゃべる時間を⻑くしたら？絶対良くなると思うよ」「タップ
じゃなくて⾃動で進むようにして欲しい」など，改善点やその⽅向性についてもフィードバ



ックされていました。教師が思っていた以上にはっきりと課題を指摘し，それを素直に受け
⽌めて，改善につなげていくところまで，グループで⾏うことができました。⾃信のなかっ
た⼦どもたちも，まずプログラミングしてみること⾒通しをもつことができ，プログラミン
グを使ってゲームを作ることができました。しかし同時に，⽬指すゲームには及んでいない
ことから違和感をもち，その理由を話し合い始めました。 
 

 

 
 そして，学級全体で話し合いました。そこでは，プログラミングできた達成感や⼦どもた
ちが追究している「能⾒台の歴史を，楽しく，学ぶ」の「学ぶ」は達成できているものの，
楽しさがたりていないことに気付きました。つまり，⾃分たちの考えるゲームらしい楽しさ
が不⾜していると考えるようになったのです。「誰もが夢中になれるようなゲームらしい楽
しさを追究するためにはどうすればいいのか」という新たな課題が⾒つかり，本来のゲーム
作りは実際にどうなっているのか調べることになりました。（評価⑤） 
 
プロゼミの良さをプロに学ぶ 
⼦どもたちはゲームの作り⽅を調べました。そこでは，ゲームといっても，パッケージ化

されていてゲーム機で遊ぶものから，スマホで課⾦しながら遊ぶものなど様々な種類があ
ることやゲームによって作られかたがそれぞれあるということを知りました。また，プロデ
ュースやプロジェクトデザイン，プロダクトデザイン，制作，検証，広告などの⼿順が必要
になることもわかりました。しかし，誰もが夢中になって能⾒台の歴史を知っていけるよう
な楽しいゲームを作るためには何をすればいいのか，どんな活動が必要なのかをイメージ
することはできませんでした。 

そこで，次の出会いとして DeNA のプロゼミのアプリ開発をされている⽅にコンタクト
を取りました。コロナ禍のため，来校していただくことは叶いませんでしたが，オンライン
でプロゼミを作る過程についてお話をいただくことができました。 
 プロゼミは，DeNA が開発したプログラミングアプリです。⼩学校授業での事例も多く，



⼦どもたちや先⽣⽅の声がアプリに反映されていて，とても使いやすいです。このアプリを
開発したDeNA の⽅々に直接お話をしていただきました。 
 アプリを作る時には，①課題を共有する，②ユーザー体験をデザインする，③ユーザーイ
ンターフェースをデザインする，④開発（プログラミング）をする，⑤テストする，そして，
リリース後には宣伝して使ってもらうという⼿順を踏んでいることを教えていただきまし
た。 
 そこでようやく，⼦どもたちは，開発（プログラミング）の部分ばかりに気持ちが向いて
いたために⾏き詰まっていたということに気付きました。その前の段階，すなわち，課題の
共有，ユーザー体験（UX）とユーザーインターフェース（UI）のデザインをしっかり⾏っ
ていくことにしました。特に，ユーザーのターゲットを絞り，UI としてキャラクターと画
⾯のデザインを分担して⾏うと共に，UXに関わるストーリーの制作に⼒を⼊れていくこと
にしました。（評価②⑥） 
 

 
 
ゲームを改善するための課題の共有 
 まず，ターゲットの設定を５年⽣にしました。これまでの学習の集⼤成という位置付けか
ら，共に学習してきた６年⽣を対象にするのではなく，下級⽣を対象にすることにしました。
⾃分たちの学習をある程度理解できることを考えて，５年⽣に絞ることにしました。⾃分た
ちの学級の傾向から，ゲームを通じて学習することに興味をもってもらえると考えたから
でした。このターゲットに対して，能⾒台のまちの歴史を分かりやすく楽しくゲームで伝え
ることを課題に据えました。このように，「誰もが」という漠然とした対象ではなく，でき
る限り具体的にターゲットをイメージすることで，課題を絞っていくことができるように
なりました。 
 その後，まちの歴史についてもう少し細分化し，「昔（能⾒堂）」と「ちょっと昔（能⾒台
のまちの開発）」に分けて伝えることになりました。ユーザー体験やインターフェース，開
発は，昔，ちょっと昔の２つのグループに分かれて進めていき，最終的に⼀体化させること
にしました。 
 



グループごとの開発 
グループ内をさらに分業して作業を進めました。ストーリー，キャラクターデザイン，画
⾯デザインなどです。それぞれの得意なことを⽣かせるように相談して決めました。キャラ
クター設定を詳細に決めたり，ストーリーに合わせたフローチャートを作ったりしました。
また，ストーリーが調べたことと合っているのか常に確かめながら進めるため，資料を読み
返したり新しい資料を探したりしました。また，ターゲットユーザーの５年⽣には，ゲーム
についてのアンケートをとり，ユーザーの意⾒を参考にしながら開発しました。（評価⑤） 

 

  
 
能⾒台の歴史をさらに調べよう 
 しかし，昭和時代に⾏われた能⾒台の開発については，郷⼟資料や開校記念誌などからわ
かる事実だけでは，まちのよさに結びつくような内容に深めることができず，困っていまし
た。 
 その時，地域の⽅の繋がりから，京急電鉄で能⾒台地域の開発に関わった⽅が⾒つかり，
その⽅に来校していただくことになりました。戦後の宅地開発の⼀つとして⾏われた能⾒
台の開発について，当時の苦労や開発者としての願い，地域の⼈たちとの関わりなどについ
て教えていただくことができました。そこで，⼦どもたちは，「緑を残して開発しなければ
ならなかったこと」，「⾬⽔の処理という問題を⼯夫して解決していったこと」，「余った⼟砂
を埋め⽴てに使って公園にしたこと」を題材に，ゲームを作ることにしました。そうすれば，
能⾒台のまちづくりには，開発した⽅の思いや⼯夫があったことに気付き，まちのよさを再
発⾒してもらうことができると考えたのです。（評価①③⑥） 
 
能⾒台のまちの魅⼒を伝えよう 〜学習発表会に向けて〜 
 開発と並⾏して，学習発表会に向けて準備を進めました。学習発表会は，⾦曜⽇に⾏われ
る在校⽣向けの教室発表と，⼟曜⽇に⾏われる保護者向けステージ発表の２部構成です。教



室発表では，プログラミングしたゲームを体験してもらいます。ステージ発表では，⾃分た
ちの取り組みと実際に開発したゲームを紹介することになりました。この準備も，分担して
取り組みました。 
 しかし，学習発表会では保護者にゲームをしてもらうことができません。そこで，学習発
表会の１週間後に⾏われる学級懇談会でゲームをしてもらう時間を設けることにしました。
保護者向けゲームでは，学習発表会で明らかになる課題を修正したものをプレイしてもら
うことにしました。 
 
                       

 
 
 開発と並⾏して発表準備をしたのは，プログラミングできる環境が限られていたからで
す。２グループに分かれて開発を進めていたのですが，実際には昔グループが１ゲーム，ち
ょっと昔グループは３ゲームの合計４台のパソコンに分かれて作業していました。コロナ
禍で密になることを避けなければならなかったので，１台に多くても 2 ⼈が限界です。そ
のため，プログラミングしない⼈たちは，発表の準備をしていました。 

この４台それぞれで作成したプログラムを合体させて，１つのプログラムとしてまとめ
ていきました。（評価④⑤） 
 
リハーサルテスト 
 プログラミングが出来上がったところで，⼀⼈１台パソコンを⽤意し，プログラムをイン
ストールしました。いよいよ待ちに待ったゲームの時間です。とはいえ，間近に迫った学習
発表会で⼩学校のみんなに遊んでもらうためのリハーサルでありゲームの動作テストでも
あります。⾃分たち⾃⾝が楽しみながら，気になるところをどんどんチェックしていきます。
体験後に，チェックしたことを出し合いました。（評価④⑤） 
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・クイズの時の会話が速すぎる。 
・漢字の⽅が読みやすい。 
・選択肢の１，２，３の順を逆にした⽅がいい。 
・キャラの輪郭をはっきりさせる。 
・キャラの説明（名前や設定など）を⼊れる。 
・⼿書きのところにはふりがなを⼊れる。 
・吹き出しとキャラがかぶっているところがある。 
・１回に⾔う⽂が⻑すぎると分かりにくい。  
・「はあああ」がため息に⾒えるから「！？」を⽂末に⼊れた⽅がいい。 

  
これ以外の部分については，気になるところがあるものの，当⽇会場スタッフがサポート

することでゲームを楽しんでもらうことにしました。 
 このリハーサルテストにサポートに⼊ってくださった ICT ⽀援員さんからは「素晴らし
いプログラミングです。ストーリー性があること，歴史と関連していること，そして，オリ
ジナリティに溢れていることが素晴らしいです。」と価値づけてくださり，⼦どもたちは⾃
信をもって本番に臨むことができました。（評価④⑤） 
 
学習発表会当⽇ 
 当⽇は，感染症対策を万全にして⾏いました。２０台のパソコンを使って，ビニルシート
で座席を区切り，毎回消毒してゲームを楽しんでもらいました。定員２０名の１０分間完全
⼊れ替え制でしたが，ほぼ毎回満席が続きました。発表を⾒にきてくれた⼈に書いてもらう
「元気レター」は，１８７枚集まりました。全校児童の半数以上が来てくれた計算になりま
す。感想には，「楽しかった」「⾯⽩かった」「分かりやすい」といった声が多くありました。 
特に「ゲームがすごく楽しくて，こんなの作れるなんてすごいなと思いました」と⾔う感想
には，本当に喜んでいました。 

 

  
 



⼀⽅で，アンケートでは，「すごく分かった」「分かった」がそれぞれ約半数の回答でした。
これに対して，「『分かった』と回答した⼈が半分もいるというのは，歴史を伝えるという⾃
分たちのめあてを考えるとあまり良い結果とは⾔えない。ゲームの楽しさに引きずられて
しまったのかもしれない。」と，シビアに振り返る意⾒がありました。 

また，プログラミング⾃体も下の表に⽰したような改善点が，さらに浮き彫りになりまし
た。４⽇間しか修正する時間がないことから，インパクトのある修正ポイントを相談し，優
先順位をつけて，グループで分担して作業していくことにしました。また，この修正作業も，
DeNA の⽅々へのプレゼンテーション準備の作業と並⾏して実施することにしました。（評
価③④⑤） 

 
魅⼒を伝えるためにゲームを改善しよう 
キャラクター・背景 
 キャラクターは，もともとイラストとして描いていたものを明るい場所で撮り直しまし
た。さらに，拡⼤してからトリミングすることで，透過⾊を細かく指定して，⼀つ⼀つのキ
ャラクターが鮮明に際⽴つように修正しました。 
 また，背景がなかった場⾯にも⾊が⽤紙を巧みに使った背景を描くことで，⾒栄えがとて
も良くなりました。（評価②⑤） 

       

 
説明や表現も，画像として挿⼊していたものに関しては⼿書きからペイントにしたり，⼿
書きのものを撮り直したりして改善しました。吹き出しの⾔葉については，プログラムの
「しゃべる」ブロックの内容を修正していきました。（評価②⑤） 
 



 
 
昔のクイズの場⾯では，時間制御によってセリフが進んでいくプログラムを組んでいま

した。そのため，選択肢を選択してもナレーションが勝⼿に続き，どんどん進んでしまいま
す。そこで，変数や引数を使うように改善しました。進⾏の状況を変数で表し，引数を組み
合わせて条件制御を⾏うように修正したのです。そうすることで，思い通りの動作をさせる
ことができました。この⽅法は，他の多肢選択場⾯にも応⽤して修正しました。 

また，⼟崩しではシャベルが⼆つの⼟に同時にぶつかった時に，２０点⼊らないといけな
いところ，イベントは１回しか発⽣しないために１０点しか⼊らないバグがありました。そ
れを回避するために，⼟の数を毎回数えて，点数を表⽰するようにアルゴリズムを変更しま
した。このプログラムを作った⼈たちは，⾊々と相談しながらこのバグに挑んでいました。
最終的にできたプログラムも，条件分岐を何重にもしていることに不満を感じている様⼦
でしたが，それ以上にバグをクリアできたことに満⾜していました。（評価②⑤） 

 
 
⾳楽 
⾳楽は，ボスキャラとの戦いの場⾯に BGMとして歌が録⾳されていたのですが，本格的

な⾳楽にするために，iPad のアプリ「ガレージバンド」を活⽤しました。もともと⼊ってい
る⾳楽を組み合わせたり，⾃分たちで楽器の⾳を打ち込んだりしながら，⾳楽作りをしまし
た。（評価②⑤） 



 
 このようにして改善したプログラミングを，保護者に体験してもらいました。⼦どもたち
の⼒で，このようなゲームを作ることができたということに，とても驚いていました。（評
価⑤） 
  
DeNA の⽅に成果報告会をしよう 
 ここまでの学習を，３０分ほどのプレゼンテーションにまとめて，ゲーム作りについて講
師をしてくださったDeNA の⽅々に向けて発表しました。 
 発表内容は，次の通りです。 
 

（１）学習内容     能⾒台の歴史について調査し明らかになったこと 
（２）ゲーム作り・完成 ゲームの作り⽅，⾃分たちのゲーム作りの取り組み   
（３）アンケート結果  学習発表会でのアンケート 
（４）ゲーム改善    具体的な改善点について，前後を⽐較しながら紹介 
（５）元気レター    全校児童からのフィードバックとその分析 
（６）終わりに     この学習の総括 

  
 これまでの学習を⾃分たちで整理してまとめていく作業は，⾃分たちがどんなことをし
たのか，そこからどんなことを学んできたのかを振り返るのに，とても良い機会となりまし
た。また，それぞれは分担して作業する活動が多く，全体像を共有することが難しい学習で
したが，まとめをすることによって⾃分の作業が全体にどのようにつながっていったのか
理解することができました。 
 発表の後，DeNA の⽅々にコメントをいただきました。 

まず，相⼿が楽しめるか，学べるかという意識をブレずにもち続けた活動であったこと，
そのために細部に⾄るまで調整や修正を繰り返し，BGMまで制作した取り組みを価値づけ
ていただきました。プログラミングだけではなく，それを⽀える役割を分担して取り組んだ
ことや制作の苦労を表に出していないことの素晴らしさを伝えていただきました。 

そして，ゲームづくりのプロジェクトを通じて，⼀つのものを作るために，⼈々が相談を



しながら意思決定をし，分担して進めていくことに，とても価値があることを教えていただ
きました。 

また，アンケートをもとに優先度を決めて粘り強く改善していったこと，改善のために全
体と部分の PDCAサイクルをまわしていくことは，DeNA をはじめとする⼀般企業でも⾏
われていることであり，ゲームづくりに限らず，今後どこでも求められる⼒であることなど
をお話しくださいました。 
 終わった後，発表した⼀⼈は「（先⽣でも保護者でもない）⼤⼈の前で発表するのは，す
ごく緊張した」とホッとした気持ちを話していました。⼦どもたちは⾃分たちの活動に対し
て充実感を味わっていました。（評価⑤⑥） 

  
 
この学習を通じて学んだこと 
  学習の振り返りアンケートを取りました。アンケートは，「学習を通して感じたこと」に
ついての選択式質問と記述式の「これからの学習や⽣活に⽣かしていきたいこと」について
回答してもらいました。 
下の表は，「学習を通して感じたこと」について，⽋席だった児童を除く 23⼈の回答の平
均です。４件法で「はい」を４点，「どちらかといえば，はい」を３点，「どちらかといえば，
いいえ」を２点，「いいえ」を１点としてカウントした平均です。 
 

質問 平均(n=23) 
粘り強く修正している 3.00 
ゲームを使った伝え⽅のよさを感じた 3.26 
協⼒して作っていくことは難しいけれど⾯⽩い 3.30 
⾔葉に気を付けて⼯夫して発表した 3.35 
ゲームを⾃分で作った 2.26 
歴史のことをしっかり学べた 3.30 
能⾒台のことが好きになった 3.17 

  



 分担して活動を進めていましたので，ゲームを⾃分で作ったという質問に対しては，９名
がいいえと回答しています。この９名の内６名は，下の表に⽰すように，「ゲームを作る⼤
変さが分かった」「ゲームの構成を⾃分でも考えたりみんなで共有したりしてゲームをより
⾼めていった」「プログラミングのやり⽅を知れたから，もっと出来がよくなるようにした
い」などの記述が⾒られました。⾃分⾃⾝がプログラムを書いていなくても，ゲームの制作
に主体的に関わり取り組んだ表れだと考えられます。 
 
l 知らないプログラミングのことを知れた。 
l プログラミングを将来に⽣かしたい。 
l ゲームの構成を⾃分でも考えたりみんなで共有したりしてゲームをより⾼めていっ

た 
l プログラミングのやり⽅を知れたから，もっと出来がよくなるようにしたい 
l ゲームを作る⼤変さが分かった 
l UX（ユーザー体験），UI（ユーザーインターフェース）とか，もし⾃分が作るとした

ら覚えていて作りたい。 
 
 また，友達と協⼒して活動することやいろいろな⼈に話を⾔いて，いろいろな⽅向から物
事を考えること，⾃分たちの表現⼿段として，ゲームやポスターなど様々な⽅法があること，
何度も練習したり作り直したりして粘り強くよりよくしていくことなど，様々な価値を⾒
出していました。さらに，「もともと能⾒台が好きだったけど，さらに好きになった」「歴史
を実際に調べにいったり，⾃分たちでどんどん進めていったりすることで，より能⾒台のこ
とを知れた」「能⾒台のまちを作るにあたっての話を覚えていたい」など，まちに対する愛
着を深めた気持ちが記述されていました。 

「これからの学習や⽣活に⽣かしていきたいこと」は，記述式で，⼀⼈三つまで回答して
います。「友達と協⼒して活動する」「何度も作り直してよりよくする」「相⼿に合った伝え
⽅や⾔葉に気をつけ，発表する」など，⾃分がこれから⽣かしていきたいことを書きました。
⼦どもたちは，能⾒台の歴史を調べたことやプログラミングの体験をしたという具体的な
学習経験だけでなく，⾃分から積極的に取り組むことや⾃分で考えることの⼤切さ，専⾨家
や友達など⼈と関わりながら知識を増やしていくこと，友達と情報を共有し意⾒を交換し
ながら改善を重ねていくこと，発表したり伝えたりする⽅法や技術など様々な事柄に価値
を⾒出していることがわかりました。 
 以上のことから，能⾒台のまちの歴史を調べることを通して、地域の特⾊やそれにかかわ
ってきた⼈々の思いや働く⼈々が⼯夫し協⼒しながら努⼒を続けていることに気付き、⾃
分たちも協⼒してまちのよさを伝えるゲームをつくり粘り強く改良を重ねることで、まち
の魅⼒を再発⾒して伝えていこうとすることができました。 

 


